株式会社パピレス
〜日本初・日本最大級のオンライン電子書籍配信サービス事業を展開〜
事業内容
本社所在地

電子書籍販売（PC・携帯電話）、電子書籍取次販売
東京都豊島区東池袋 3-23-14
ＵＲＬ
http://www.papy.co.jp/
ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 7 階
設立年
1995 年
株式公開年
2010 年
市場名
大証 JASDAQ
資本金（設立年）
20 百万円
資本金（2010 年 3 月期） 311 百万円
売上高（設立年）
2 百万円
売上高（2010 年 3 月期） 3,753 百万円
従業員数（設立年）
6人
従業員数（2010 年 3 月期） 33 人
ファンド事業
ベンチャーファンド出資事業
同社に投資を行った出資先ファンド名（無限責任組合員名）
ヴィシー・クラブ・エス・エス・エム投資事業有限責任組合（齋藤篤、宮鍋健樹）
販売方法も、購入した電子書籍を携帯電話や

事業概要

PC で何度も閲覧できる「ダウンロード方式」

■富士通の社外ベンチャー制度を利用し
て創業

と、限られた期間において特別な閲覧ソフトを

1995 年 3 月、PC 通信を有効活用したコミュ

できる「レンタル方式」の 2 種類を採用してお

ニケーションシステムの開発を目的に、富士通

り、ダウンロード方式は「電子書店パピレス」、

㈱の社外ベンチャー制度（社員の起業を支援す

レンタル方式は「電子貸本 Renta!」を中心に展

る制度）を利用して、ネットワークによる電子

開している。

インストールすることなく手軽に読むことが

書籍販売を事業とする㈱フジオンラインシス

また、現在の販売の中心は携帯電話等を通じ

テムを、天谷代表取締役社長が設立した。同年

た直営での販売であり、NTT Docomo、au、

11 月には、PC 通信で配信する「電子書店パピ

Softbank、Willcom（PHS）に開設した公式サイ

レス」を開設し、電子書籍販売を開始した。創

トでの売上が、当社全体の売上高の 8 割以上を

業当時は PC 通信の時代であり、配信できる情

占める。

報が文字情報に限定されていたことから、小説
や実用書の電子書籍事業を行っていた。
2000 年 10 月、社名を㈱パピレスに変更し、
現在に至っている。

■直営での電子書籍販売を軸とした事業
展開
1995 年に当社が開始した日本最古のオンラ
イン電子書籍販売は、現在、国内主要出版社約
500 社から電子書籍を収集し、主に携帯電話、
PC の情報端末利用者（ユーザ）に対し販売を
行っている。

＜パソコン向け配信サイトイメージ＞
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2010 年 12 月 1 日現在の掲載冊数は 201,565

くの新しい事業であったため、赤字が続き厳し

冊である。取扱ジャンルはコミック、小説・ノ

い状況が続いたが、徐々に電子書籍が流通出版

ンフィクション、写真集、趣味・実用書、ビジ

業界に浸透し、99 年には黒字に転換し、事業

ネス等非常に幅広いが、販売の主体が携帯電話

が安定してきた。

を通じた販売であるため、閲覧が容易である少

■事業の成長を目指してＶＣ投資受入

女・恋愛コミック、恋愛小説等が主な販売コン

99 年頃からは、当社の事業状況を踏まえ、

テンツとなっている。

大手出版社や後発企業等が電子書籍事業に取
り組み始めたこともあり、徐々に市場が拡大し、
電子書籍が注目されるようになってきた。
当社として、新規参入してくる企業との競争
優位を維持し、更に事業を成長させるためには、
借入ではなく、新たな資金調達を行うことの必
要性を検討し始めた。
富士通㈱と相談しながら、新たな資金調達手
段として VC からの投資受入を目指し、ある大
手 VC1 社を紹介してもらった。その結果、当

＜携帯電話向けサイトと画面イメージ＞

該大手 VC から 2000 年 1 月に投資を受け、こ

■提携店における電子書籍販売

れが当社にとっての初めての VC からの投資受

当社が開発した電子書籍販売支援システム

入となった。

「eBookBank」を、ポータルサイトや書店、出

創業間もない頃は IPO を目指していたわけ

版社等の EC サイト（以下、提携店）に提供し、

ではなかったが、事業拡大のための手段として

委託販売を行っている。

VC から資金調達を行ったことをきっかけに、
IPO を意識するようになった。

「eBookBank」は、コンテンツ収集・管理、
売上管理、著作権料の支払代行、著作権保護機

■追加でのＶＣからの資金調達

能、ダウンロード配信システム、店舗 WEB 表

2001 年 3 月に、2 回目の VC からの投資を受

示システム、オンライン決済システムを、提携

け入れた。この時期は、IT バブル崩壊後であ

店のニーズに応じてカスタマイズして提供し

ったため、大手 VC をはじめとして VC 業界は

ており、2010 年 9 月末現在で 31 社が導入して

投資に極めて慎重な姿勢であった。そこで、

いる。

VC 向けの会社説明会を開くことにし、資料な
どから様々な VC をリストアップし、会社説明

創業からＶＣに出会うまでの経緯

会の案内をして、投資を検討してもらえるよう
努力した。

■富士通からの出資を受け創業

結果的に、会社説明会に参加してくれた VC

95 年 3 月、富士通㈱と天谷社長の折半出資

のうち、5〜6 社から投資を受けることができ

により、当社を創業した。

た。投資の受入にあたっては、当社の事業を理

創業から 97 年頃までは、同業他社もない全

解し、当社の成長を積極的に支援してくれる
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VC から資金調達を行うことを意識した。

事業計画の説明を行った。このような機会を通

この 2 回目の投資のなかで、最大の投資をし、 じて、事業計画の策定方法、計画の見直しのノ
IPO に至るまで中心的な役割を果たしてくれ

ウハウを身に付けることができた。これが、

たのが、中小企業基盤整備機構が出資するファ

IPO 時には取引所との審査に役立ったと考え

ンドを運用する齋藤氏、宮鍋氏であった。

ている。
具体的には、2001 年頃から、VC を中心とし

ＶＣ等を活用した事業の拡大と成長

た出資者向けの経営会議を月 1 回のペースで 3
〜4 年程度継続して行い、事業成果のレビュー

■投資後にＶＣからの支援を意識

と戦略の設定の見直しというサイクルができ

当社には、もともと VC が資金調達以外に事

ていった。

業成長のための支援をしてくれるという意識
がなかったため、投資受入時点では、事業の成

ＩＰＯによる経営効果と今後の展望

長のために付随的な支援が受けられるとは考
えていなかった。
しかし、投資受入後に VC と接するなかで、

■首尾一貫した経営方針を貫き、ＩＰＯ
を達成
当社は、2010 年 6 月、大証 JASDAQ に IPO

事業成長のための様々な支援やアドバイスを

した。当社が IPO に至った最大の成功要因は、

してくれる存在であると意識するに至った。

創業目的であった「電子書籍」の開発、そして

■出資直後の経営指導

市場の拡大、及び市場でのシェアの獲得という

2001 年に齋藤氏等から投資を受けた後から

方針が創業から一貫してブレなかったことと

事業が安定するまでは、月 1 回程度の頻度で同

考えている。

社の投資担当者であった齋藤氏から、企業経営
における全般的な支援・指導を受けた。特に、

■資金調達手段の多様化のためにＩＰＯ

経営者として利益確保を第一優先に考えるこ

IPO で調達した資金は 2 億円弱、IPO 後の資

とが、市場における存在意義、当社事業の社会

本金も 4 億円強と金額としては大きくないが、

的な必要性につながると強く認識するように

IPO の目的であった、市場からの資金調達がで

なった。

きたため満足している。

■提携先や取引先の紹介

■知名度や信用力の向上にも一定の成果

投資を受けた VC からは、取引先や提携先の

IPO によって、目に見えるものではないが、

候補となる企業の紹介を多数受けた。そのうち

取引の引き合いが増えるなど、会社の知名度や

のいくつかの企業とは実際に取引に結びつき、

社会的信用力が向上していると感じることが

現在も当社の事業推進に協力してもらってい

増えてきている。

る。

■ 電子書籍市場で、リーディングカンパ
ニーであり続ける

■事業計画のブラッシュアップ
投資後も事業が安定するまでは継続的に事

当社は、創業時にはそれまで存在していなか

業進捗を報告する機会を設け、VC に事業報告、
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った全く新しい「電子書籍」という市場を創る

ところからスタートした。今までも、常に新し

であり続けられるよう、努力していきたい。

いことに挑戦し、他社に先駆けて様々な商品・
サービスを提供してきた。

そのためにも、今後とも、電子書籍を提供す
るための技術的なバックグラウンドの拡充、魅

今後も、新しいことに挑戦し続け、ニーズの

力的な商材の提供、効果的なプロモーション、

ある商品をどんどん提供していき、拡大する電

リピート顧客の獲得のための工夫を惜しみな

子書籍市場においてリーディングカンパニー

くしていく予定である。

【プロフィール】
1974 年 3 月、富士通㈱入社。89 年 4 月、富士通研究所㈱主任研究員、92
年 4 月、富士通㈱小型プリンタ開発課長を経て、95 年 3 月、㈱フジオンライ
ンシステム（現㈱パピレス）を設立、代表取締役社長就任。
【将来の夢と起業家を志す方へのアドバイス】
最近の出版関連の市場規模は縮小したといっても 2 兆円ほどあります。最
近ようやく注目されるようになった電子書籍市場は、そのうちの 650 億円と
4％程度です。当社としても、電子書籍市場をもっと拡大していけるように、
今後とも様々な商品を作っていき、新しい電子書籍市場を創造・拡大し、そ 代表取締役社長
天谷 幹夫
の中でリーディングカンパニーであり続けたいと考えています。
これから起業を目指す方は、目指す事業の方向性を見失うことなく、がんばっていただきたい。資
金調達にあたっては、経営者として想定外の出来事に備えて、様々な調達手段を確保しておくことは
重要ですが、必要以上に資金を調達し、本来目指す事業を見失うということがないように注意を払う
ことも大切だと思います。

《ベンチャーキャピタルの声》
【同社に投資をするに至った判断のポイント】
「本」とは「紙に印刷したもの」という概念であった。それを「パソコンに
文字及び映像で映るもの」という新発想で捉え直したことは、
「新技術による新
商品」で将来世界中に大きな市場を開拓する可能性のあるものというベンチャ
ービジネスの定義にそのまま当てはまるものであった。利潤はイノベーション
によって生まれるという経済学の理論に沿って考えると、このビジネスは「紙
が要らない、印刷しなくてよい、言わば製造原価が安価、儲かるビジネス」と
いうことになる。もし、利益が出ないならば、経営がうまくいっていないこと
エス・アイ・ピー㈱
になる。当社においては、スタートアップ企業であるが、新たな市場を開拓す
ファウンダー
る可能性をもつ技術を保有していたことから、VC のハンズオンによる育成・指 取締役会長
導を受け入れるならば、成功するはずと考え、投資を決断した。
齋藤篤
【ＶＣの視点からみた同社の成功要因】
まず財務会計による月次決算と会計の専門家に作成したもらった決算書から、著作権等、作品の権利
を全て出版社が握っていることが判明した。同社の従来のビジネスモデルから、著作権料の安い映像・
マンガ、著作権のない作品の制作等を主力商品に置き、外国語商品の導入や携帯電話等新しい端末の開
発を行うという、利益の得やすい新しいビジネスモデルに転換することにより、株式公開が出来た。少
ない粗利で経営が成り立つシステムを確立させ、
「eBook」の世界を作り出した同社のビジネスモデルは、
今後 50 年のうちに、「電子書籍」が「紙の本」の肩代りすることにより急成長を遂げるであろう。
この事例は 2010 年度において取材した内容をもとにとりまとめを行っているものです。
従いまして、現在の企業様の事業内容等と異なる場合がございますので、予めご了承くだいますようお
願いいたします。
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